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1. Lexis 360®でこんなことが調べられます
収録概要
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Les encyclopédies / JurisClasseur (フランス法 / 法律百科事典)
Les revues (フランス法 / 法律雑誌)
La Jurisprudence (フランス法 / 判例)
Codes & lois (フランス法 / 法律)
Le Journal Officiel Lois et décrets (フランス / 官報)
Les bulletins officiels (フランス / 各省公報)
Autorités administratives indépendantes /AAI (フランス / 独立行政機関文書)
Les réponses ministérielles (フランス / 閣僚答弁)
Les conventions collectives (フランス / 労働協約)
Le Droit Européen (ヨーロッパ法 /条約、EU 官報、EU 判例)
Pratique et outils （実務用ツール）
Les fiches pédagogiques （ティーチングシート – 方法論シート / 要点まとめシート）

2. プロフィール作成とサインイン・サインアウト
Lexis 360®を利用するにはプロフィール作成が必要です
1.
2.
3.

大学ネットワーク内から Lexis 360® サインインページへアクセスする (www.lexis360.fr)
画面右上の[Se connecter]をクリック
画面右下に表示される[Créer votre compte]もしくは[Créer un profil maintenant ] （プロフィール作成）]をクリック

1

名前（名）を入力

2

苗字（姓）を入力

3

所属機関ドメインを含むメールアドレスを入力

4

[Suivant(次へ)]をクリック

5

任意のCode d’accès（ID）を入力 8文字以上50文字以下/その他記載ルールに注意

6

パスワードを入力/記載ルールに注意

7

パスワードを再度入力 （確認用）

8

秘密の質問の選択

9

秘密の質問への回答を入力

10

メールアドレスを入力

11

メールアドレスを再度入力 （確認用）

12

[Suivant(次へ)]をクリック

13

検索言語を選択

14

画面表示言語を選択

15

タイムゾーンを選択

16

[Finir（終了）]もしくは[Soumettre（送信）]をクリック
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作成した ID を使って Lexis 360®へサインインする
1.
2.
3.
4.
5.

大学ネットワーク内から Lexis 360® サインインページへアクセスする (www.lexis360.fr)
画面右上の[Se connecter]をクリック
[Code d'accès (Votre identifiant) ] に ID を入力
[Mot de passe]に ID を入力
[Ouvrirunesession]をクリックしてログイン
※ [Se souvenir de moi]にチェックを入れて、端末にログイン情報を記憶させることができます

Lexis 360®からサインアウトする
1.
2.
3.

画面右上の[マイページ/人型アイコン]をクリック
[Quitter]をクリック
確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックして終了

3. ホーム画面
Accueil 画面概要
ツール

簡易検索/詳細検索 切り替え
検索対象の選択

検索語入力 BOX/検索ボタン

代表的なリソースへのショートカット

お気に入りモジュール
（検索フォーム/2 つまで選択可能）

新着情報

製品ニュース

LexisNexis について

製品について

サポート情報
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4. 検索ツール
検索ツールを選択して画面を切り替える

検索ツールの種類
Accueil
Recherche
Contenus
Pratique & Outils
Actualites & Veilles

ホーム画面
文書カテゴリ別検索画面
コンテンツ閲覧画面
学習&実務用ツール
ニュース&アラート

5. コンテンツ閲覧画面
Contenus

左タブで文書種別を選択
Les fondamentaux
Fiches pédagogiques
Revues
Synthèses JurisClasseur
Encyclopédies JurisClasseur
Codes

重要コンテンツ一覧
ティーチングシート （方法論シート/要点まとめシート）
法律雑誌
ジュリスクラスールサマリー
ジュリスクラスール百科事典
フランス法典
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6. 簡易検索
Accueil/Recherche 画面から簡易検索
「ルブタン」 、「デザイナー」という言葉を使って横断検索
1． ツールの選択
Accueil
2． 検索方式の選択： 簡易検索
Recherche Lexis 360®
3． 検索対象の選択： 全てのコンテンツを対象
Recherche dans tous les contenus
4． 検索語入力 BOX にキーワードを入力
louboutin designer
5． 検索（虫眼鏡アイコン）をクリック

POINT1 候補リスト
検索語入力 BOX にキーワードを入力すると、検索語に関する候補リストが表示される。
例：lou と入力すると、[louage de phonogramme] 、 [loueur de véhicule] 、[chose louée]等が表示される。
POINT2 検索対象の選択
検索対象選択ボタンをクリックして検索対象を絞り込むことができる。

検索対象ボタン（青）を
クリックしてオプションを表示

検索対象、法分野、検索対象期間を
自分で選択・保存する

Recherche dans tous les contenus
Recherche au sein d'une source
Recherche parmi les contenus d'une sélection
Créer une sélection
Gérer mes sélections

すべてのコンテンツから検索
あらかじめ用意されたカテゴリから選択
保存しておいた検索対象を選択する
検索対象、法分野、検索対象期間を自分で選択する/保存する
保存した検索対象を編集する/削除する

POINT3 自然語検索
[簡易検索画面/ Recherche Lexis 360®]の検索方式は自然語検索。
[designer]という言葉で検索すると、[désignent] 、[désigné] 、[désignée]等も検索。
また、スペース区切りで複数のキーワードとして検索。
完全一致する言葉やフレーズとして検索したい場合はダブルクオテーションでくくる。
例： “propriété intellectuelle”
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7. 詳細検索
Accueil/Recherche 画面から詳細検索
「違法」、「ダウンロード/ストリーミング」という言葉を使って横断検索
1． ツールの選択
Accueil
2． 検索方式の選択： 詳細検索
Recherche multi-critères
3． 検索対象の選択： 全てのコンテンツを対象
Recherche dans tous les contenus
4． 検索語入力 BOX にキーワードを入力
illégalité
5． コネクターの選択
ET
6． 検索語入力 BOX にキーワードを入力
téléchargement
7． コネクターの選択
OU
8． 検索語入力 BOX にキーワードを入力
streaming
9． 検索対象期間（DATE）を選択： すべての期間
toutes les periodes
10． 検索（虫眼鏡アイコン）をクリック
POINT1 ブーリアン検索
[詳細検索画面/ Recherche multi-critères]の検索方式はブーリアン検索。
「illégalité」という言葉で検索すると、「illégalité」という言葉だけを検索。
スペースは文字として認識。 例： propriété intellectuelle は「propriété intellectuelle」とういフレーズで検索。
コネクター
ET
AND
OU
OR
SAUF
NOT
Proximite 5 mots
W/5
Proximite 15 mots
W/15
優先順位： OU > ET > Proximite n mots > SAUF

両方の言葉を含む
いずれかの言葉を含む
後ろの言葉を含まない
両方の言葉を 5 語以内に含む
両方の言葉を 15 語以内に含む

POINT2 ET/OU は大文字で入力することで直接入力が可能
検索 BOX に直接検索式を入力することもできる。
例： illégalité ET téléchargement OU streaming
POINT3 検索対象期間の選択(DATE)
プルダウンから検索対象期間を選択することができる。
POINT4 タイトルを対象にした検索が可能
[Titre]BOX に検索語を入力してタイトルを対象に検索することができる。
POINT5 検索語入力 BOX を増やすことが可能
[+ Mots ou expressions]をクリックして検索語入力 BOX を増やすことができる。
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8. 検索結果
検索結果リスト
検索結果絞り込み [Affinez votre recherche]
Période
期間で絞り込み
Sources
ソース/文書カテゴリ・媒体で絞り込み
Thèmes
法分野/トピックで絞り込み

条件一致アラート設定 | 検索式の保存 | 新しい検索

検索結果並べ替え [Trier par]
Pertinence
関連度順
Date
発行日の新しい順
検索結果数

出力/保存
方法
フォーマット

出力/保存 | 文書内容変更アラート設定

並べ替え

印刷・メール・ダウンロード・フォルダ保存
Word・PDF・HTML・TEXT

条件一致アラート設定
1. 画面右上[Créer une veille（青字）]をクリック
2. アラート名/配信頻度/配信方法/フォルダ保存等の設定をする
3. [Sauvegarder]をクリックしてアラートを保存
文書内容変更アラート設定
1. 対象とする文書の BOX にチェックを入れる
2. 結果リスト左上[時計アイコン]をクリック
3. 配信方法/フォルダ保存等の設定をする
4. [Créer une alerte]をクリックしてアラートを保存
※ 内容が変更される可能性のある文書のみ有効です

文書タイトル（青字）をクリックして全文表示
結果絞り込み
文書種類

赤枠： LexisNexis コンテンツ
グレー枠： 外部リソース

検索式の保存
1. 画面右上[Sauvegarder la recherche（青字）]をクリック
2. 検索式名/フォルダの設定をする
3. [Sauvegarder la recherche]をクリックして検索式を保存

全文表示
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9. 検索モジュール （文書カテゴリ別検索フォーム）
Recherche ページをカスタマイズ
検索モジュールの追加/削除

検索モジュールの追加/削除画面

検索モジュールを全画面表示

検索モジュールを折りたたむ

検索モジュールを展開する

検索モジュールを削除

※ モジュールはドラッグアンドドロップでレイアウトをカスタマイズすることもできます

10. 文書カテゴリ別検索方法
Journal officiel (官報)
2018 年 08 月 03 日に発行された官報を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Journal officiel - Sommaire
3． 発行日の指定（Date de publication）： プルダウンから選択
Du
4． 発行日を入力 (日/月/年)
3/8/2018
5． OK をクリックして検索
POINT1 検索項目
官報検索モジュールを使用する場合、発行日、もしくは文書番号を対象に検索することが可能。
出力 ｜ リンク作成/共有
リストに戻る ｜ 全画面表示

>>> をクリックして
本文を表示
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Bulletins Officiels (各省の公報類)
「輸出販売」についての BO を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Bulletins Officiels - Recherche
3． 検索語入力 BOX（Mots-clés）にキーワードを入力
vente à l'exportation
4． OK をクリックして検索
POINT1 PDF 公報へのリンクがついている

CODES (フランス法典)
「Code de commerce - Article L. 442-6 / 商法第 L 442-6」を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
CODES -Recherche
3． 検索対象の選択（Sélection des codes）： 商法
Code de commerce
4． 検索語入力 BOX（Article）にキーワードを入力
L. 442-6
5． OK をクリックして検索

選択した検索対象

POINT1 関連情報へのリンク
[Voir les contenus liés]をクリックして関連情報へのリンクを表示。
POINT2 条文比較機能
[Comparer les versions]をクリックし、比較したい 2 つのバージョンを選択して条文を比較することができる。
リストに戻る ｜ 全画面表示
関連情報 ｜ 条文比較

条文比較機能

出力 ｜ リンク作成/共有

バージョン切り替え
目次：

沿革

条文移動
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JURISPRUDENCE (判例)
「民法典第 1316-4 条の適用および電子署名に関する
2001 年 3 月 30 日のデクレ第 272 号（Décret n° 2001-272）」に関する判例を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Jurisprudence - Recherche avancée > Législation citée
3． 文書の種類を選択 （Nature du texte）
Décret
4． 文書番号を入力（Numéro du texte）
2001-272
5． OK をクリックして検索

JurisData
判例データ切り替え

Analyse JurisData

Profil JurisData

Décision

POINT1 文書相互リンク
画面上部の切り替えタブを使って判例データ間の相互移動ができる。
Analyse JurisData ⇔ Profil JurisData ⇔ Décision
※判決によって保持する判例データは異なります。
POINT2 JurisData 分析を活用
Analyse JurisData では、星の数でも分析データを提供。
星の数を指定して検索することも可能。
Grand arrêt publié ou ayant vocation à être publié dans les recueils des juridictions (Cour de cassation, Conseil d'État) ou dans
☆4
les recueils d'éditeurs privés (Grands arrêts) ;
Décision largement commentée ou publiée, décision d'assemblées plénières, publication sur le site de la Cour de cassation ou
☆3
du Conseil d'État, revirement, arrêt de section, communiqué de presse, etc.
Décision analysée pour un des motifs suivants : application d’une loi nouvelle, résistance à une Cour suprême ou revirement
de jurisprudence, décision d'actualité ou médiatique, décision rare ou atypique, jurisprudence locale, décision très motivée,
☆2
contentieux émergents ou données quantifiées intéressantes ;
Décision analysée mais sans critère de sélection précis et néanmoins jugée intéressante par LexisNexis ;
☆1
Décision ne présentant peu d’intérêt juridique
☆0
参考収録件数 ※ご契約内容によって異なります。（2018/08/14 調べ）
Juridictions
Conseil constitutionnel
Conseil d'Etat
Cour de cassation
Cours d'appel
Cours administratives d'appel
Tribunaux administratifs (sélection)
Autres juridictions (TGI, TI, TC, CPH, CJUE, etc.)

Nombre de décisions
7850
140200
445000
2000000
255000
5200
350000

Antériorité
1958
1965
1960
1980
1989
1980
1980
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SYNTHÈSES JURISCLASSEUR （ジュリスクラスールサマリー）
「株主総会」についての SYNTHÈSES JURISCLASSEUR を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Synthèses JurisClasseur
3． 法的トピックを選択
Droit commercial et des sociétés ＞ Synthèse - Assemblées d'actionnaires
4． OK をクリックして検索

ページ移動

さらに関連する
Synthèses JurisClasseur へアクセス

POINT1 3 つのタブでページ移動
Essentiel
概説
Orientation
JurisClasseur 掲載箇所
Actualites
Lexis 360®に掲載されたニュースへのリンク

JURISCLASSEUR (ジュリスクラスール百科事典)
税法シリーズのなかから「移転価格」という言葉を含む JURISCLASSEUR を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Encyclopédies - Recherche
3． シリーズ（Sélection des encyclopédies）を選択
Fiscal
4． ドキュメントの種類（Type de document）を選択
全てにチェックを入れる
5． 検索語入力 BOX（Mots-clés）にキーワードを入力
prix de transfert
6． OK をクリックして検索

POINT1 様々な検索モジュール
Encyclopédies - Table des matières
Encyclopédies - Recherche
Encyclopédies - Index alphabétique

法分野とタイトルを展開して選択
シリーズやドキュメントの種類を選択、タイトル/文書番号/キーワードを使って検索
アルファベット順に並んでいるタイトルから選択
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Revues （法律雑誌）
タイトルに「インターネット」と「法律」という言葉を含む法律雑誌をまとめて検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Revues - Recherche
3． 検索語入力 BOX（Titre）にキーワードを入力
internet ET droit
4． OK をクリックして検索

文書番号

文書番号

POINT1 コネクターは大文字で入力
ET は必ず大文字で入力する

PDF を表示

文書番号

ページ番号

総合法律週刊誌 「La Semaine Juridique - Edition générale」 の最新版を検索
1． ツールの選択
Recherche
2． 使用する検索モジュール
Revues - Recherche
3． 雑誌の選択 (Sélection des revues)
Revues JurisClasseur > La Semaine Juridique - Edition générale
4． 検索対象期間をプルダウンから選択 (Date) ： 過去 30 日間
les 30 derniers jours
5． OK をクリックして検索

11. 学習＆実務用ツール
Pratique & Outils
表示モジュールの選択 (Tous les modules de recherche)
Annuaire des juridictions
裁判所所在地一覧
Indices et Taux
インデックス（指数）および利率
Agendas Social et Fiscal
労務・税務締め切りカレンダー
Fiches pédagogiques
学習支援ツール：大学向けティーチングシート – 方法論シート / 要点まとめシート
JurisData Analytics
JurisData 分析ツール
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12. ニュース＆アラート画面
Actualites & Veilles
検索モジュールの追加/削除(Ajouter / Supprimer les modules de recherche de la page)
Veilles et alertes
アラート結果確認、アラート管理
Dernières actualités
Lexis 360®Experts-Comptables に掲載された最新ニュース
Actualités & Dossiers
Lexis 360®Experts-Comptables に掲載されたニュースを検索
Dossiers de la semaine
Lexis 360®Experts-Comptables に掲載された注目トピック解説レポート
®
※ Lexis 360 Experts-Comptables ： レクシスネクシスフランスが提供する会計士向けデータベース

アラート結果を確認する

条件一致アラート | 文書内容変更アラート
(タブで切り替え)

タイトルをクリックして結果を表示

フォルダへ保存 | 設定 | 削除

13. ニュースレター/雑誌新着情報配信
Newsletter Lexis 360® / Sommaires des revues LexisNexis
1．
2．
3．
4．
5．

画面右上の[マイページ/人型アイコン]をクリック
Préférences > Mon abonnement > Newsletters を選択
Newsletter Lexis 360® / Sommaires des revues LexisNexis より、購読したいものにチェックを入れる
[S'abonner/Modifier l'abonnement]をクリックして配信頻度や配信先アドレスを設定し、[Envoyer]をクリック
[Sauvegarder]をクリックして完了
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14. フォルダの確認・整理
Mes dossiers
1． 画面右上の[マイページ/人型アイコン]をクリック
2． [Mes dossiers]を選択
新規フォルダ作成 | リスト出力

フォルダ移動 | ゴミ箱へ移動 ｜ 印刷 | メール配信 | ダウンロード

設定 | ゴミ箱へ移動 ｜ 印刷 | メール配信 | ダウンロード

タイトルをクリックして全文表示/検索実行

15. 履歴画面
Historique
1． 画面右上の[マイページ/人型アイコン]をクリック
2． [Historique]を選択

閲覧文書履歴

検索履歴

16. 利用状況画面
Rapport d'usage – Abonnement
1． 画面右上の[マイページ/人型アイコン]をクリック
2． Préférences > Mon abonnement > Rapport d'usage を選択

当日分 | 当月分
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17. インターフェース設定画面
Mon interface
1． 画面右上の[マイページ/人型アイコン]をクリック
2． Préférences > Mon interface を選択
表示件数
検索モジュールのカスタマイズ
ホーム画面の選択
自分で作成した検索対象（法分野）についての設定

自分で作成した検索対象についての設定 | 削除

18. オンラインヘルプ画面
Aide en ligne
画面下部の[Assistance] > [Aide en ligne]をクリック

19. 推奨環境
Navigateurs requis
1． 画面下部の[Assistance] > [Aide en ligne]をクリックしてオンラインヘルプ画面を表示
2． 右上検索 BOX (Navigateurs requis) に「navigateurs requis」と入力して検索（Recherche）ボタンをクリック
3． Mon interface を選択して推奨環境を表示

20. カスタマーサポート連絡先
レクシスネクシス日本語サポート
電話
メール

03-5561-3554 (月～金 日本時間 9：30-18：00 / 回線通話料が発生します)
support.jp@lexisnexis.com

レクシスネクシスフランス語サポート
電話
メール

0821-200-700 (月～金 フランス時間 9：00-18：00 / 回線通話料が発生します)
assistance.internet@lexisnexis.fr
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